
◆報道機関からのお問い合せ先◆ 
NTTタウンページ株式会社 
経営企画部広報宣伝室 松村・松本 
TEL：（03）5776-4104 
内容等については、お気軽にお問い合せください。 

※タウンページは、NTT東日本・NTT西日本が発行する職業別電話帳です。 

※ NTTタウンページが企画、編集、生産、配達をしています。  

1 

茨城県エリア各版タウンページお届け開始 
期間：2月1日（水）～2月28日（火） 
対象：茨城県水戸市（ご家庭、事業所にポスティングにてお届け） 
配布部数：約156,800部  

2 

茨城県エリア各版タウンページお届け開始 
期間：2月1日（水）～2月28日（火） 
対象：茨城県エリア（石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市ほか） 
配布部数：約666,500部  

3 

長野県エリア各版タウンページのお届け開始 
期間：2月上旬～2月28日（火） 
対象：長野県伊那市、飯田市、塩尻市、安曇野市、松本市（ご家庭、 
         事業所にポスティングにてお届け） 
配布部数：約285,600部 

4 

長野県エリア各版タウンページのお届け開始 
期間：2月上旬～2月28日（火） 
対象：長野県中南信エリア（松本市・安曇野市・塩尻市・飯田市・伊那 
     市を除く） 
配布部数：約141,800部  

5 

静岡県下田市版タウンページ・防災タウンページお届け開始 
期間：2月上旬～2月28日（火）  
対象：静岡市・浜松市・沼津市・藤枝市・焼津市・伊東市・熱海市・下 
         田市（ご家庭・事業所にポスティングにてお届け） 
配布部数：約1,059,500部 

6 

静岡県エリア各版タウンページお届け開始 
期間：2月上旬～2月28日（火） 
対象：静岡県全域（静岡市・浜松市・沼津市・藤枝市・焼津市・伊東 
         市・熱海市・下田市を除く） 
配布部数：約422,500部  

7 

大阪府南河内南部版タウンページ・防災タウンページお届け開始 
期間：2月上旬～2月28日（火） 
対象：大阪狭山市（ご家庭、事業所にポスティングにてお届け） 
配布部数：約32,000部 

8 

大阪府南部エリア各版タウンページお届け開始 
期間：2月上旬～2月28日（火） 
対象：大阪府南部エリア（堺市、高石市、大阪狭山市を除く） 
配布部数：約397,000部 

9 

香川県版タウンページ＆ハローページお届け開始 
期間：2月上旬～2月末 
対象：香川県全域 
配布部数：約273,300部  

10 

沖縄県エリア各版タウンページ・防災タウンページお届け開始 
期間：2月上旬～2月28日（火） 
対象：沖縄県那覇市、沖縄市、浦添市、宜野湾市（ご家庭、事業所に 
     ポスティングにてお届け） 
配布部数：約301,000部  

11 

沖縄県エリア各版タウンページお届け開始 
期間：2月上旬～2月28日（火） 
対象：沖縄県全域（那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市を除く） 
配布部数：約155,200部  

- 
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12 

大阪府南河内南部版タウンページ・別冊防災タウンページの贈呈式 
日時：2月3日（金）10：00～10：30 
場所：大阪狭山市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2700060500661353/  
     ※詳細に関しては調整中です。 

13 

川越市との「防災啓発情報等の発信に関する協定」の締結式 
日時：2月7日（火）14：00～ 
場所：川越市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN1100060700015188/      
         ※詳細に関しては調整中です。 

14 

岐阜県との「防災啓発情報等に関する協定」の締結式 
日時：2月8日（水）10：30～11：00 
場所：岐阜県庁    
    https://itp.ne.jp/shop/KN2100060700260465/ 
    ※詳細に関しては調整中です。 

15 

信州大学との共同研究に係る長野県松本市版タウンページの贈呈式 
日時：2月8日（水）11：00～ 
場所：信州大学    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2000060600050475     
         ※詳細に関しては調整中です。 

□タウンページ贈呈式・発刊式 等  
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16 

長野県との「防災啓発情報等に関する協定」の締結 
日時：2月8日（水）15：35～ 
場所：長野県庁    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2012052500000081/   
     ※詳細に関しては調整中です。 

17 

静岡県沼津市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月9日（木）10：00～10：30 
場所：沼津市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2200060700515933/      
         ※詳細に関しては調整中です。 

18 

沖縄県那覇市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月9日（木） 14：00～ 
場所：那覇市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN4700060700004641/     
     ※詳細に関しては調整中です。 

19 

沖縄県浦添市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月9日（木） 16：00～ 
場所：浦添市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN4700060700065637/   
     ※詳細に関しては調整中です。 

20 

沖縄県沖縄市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月10日（金） 10：00～ 
場所：沖縄市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN4700060700077509/    
     ※詳細に関しては調整中です。 

21 

沖縄県宜野湾市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月10日（金） 16：00～ 
場所：宜野湾市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN4700060700041557/    
     ※詳細に関しては調整中です。 

22 

長野県安曇野市タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月13日（月） 11：30～ 
場所：安曇野市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2005121700001253/    
     ※詳細に関しては調整中です。 

23 

静岡県との「防災啓発情報等に関する協定」の締結式 
日時：2月14日（火）13：30～14：00 
場所：静岡県庁    
     https://itp.ne.jp/shop/DM2210111300000334/ 
     ※詳細に関しては調整中です。 

24 

香川県版タウンページ＆ハローページ発刊式 
日時：2月16日（木）13：00～ 
場所：香川県庁    
     https://itp.ne.jp/shop/KN3700060600033557/      
         ※詳細に関しては調整中です。 

25 

長野県松本市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月20日（月）10：00～ 
場所：松本市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2000060600072219/      
         ※詳細に関しては調整中です。 

26 

静岡県熱海市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月20日（月）13：30～13：50 
場所：熱海市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2201122100002460/       
         ※詳細に関しては調整中です。 

27 

長野県塩尻市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月21日（火）11：30～ 
場所：塩尻市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/DM2000060600171329/      
         ※詳細に関しては調整中です。 

28 

静岡県伊東市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月22日（水）9：15～9：35 
場所：伊東市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2200060700571984/      
         ※詳細に関しては調整中です。 

29 

長野県飯田市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月22日（水）11：30～ 
場所：飯田市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2000060600104598/      
         ※詳細に関しては調整中です。 

30 

静岡県下田市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月22日（水）16：15～16：35 
場所：下田市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2201012700001401/       
         ※詳細に関しては調整中です。 

31 

静岡県焼津市版タウンページ贈呈式 
日時：2月23日（木）10：30～11：00 
場所：焼津市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2200060700625614/  
     ※詳細に関しては調整中です。 

32 

静岡県藤枝市版タウンページ贈呈式 
日時：2月23日（木）13：00～13：30 
場所：藤枝市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2200060700636013/    
     ※詳細に関しては調整中です。 

33 

長野県伊那市版タウンページ・防災タウンページ贈呈式 
日時：2月23日（木）14：00～ 
場所：伊那市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2000112500005864/      
         ※詳細に関しては調整中です。 

34 

大阪府北摂東部版タウンページ・防災タウンページの贈呈式 
日時：2月27日（月）11：00～11：30 
場所：高槻市役所    
     https://itp.ne.jp/shop/KN2700060500457089/  
     ※詳細に関しては調整中です。 

- 

35 

つながるタウンページ2月キャンペーン 
内容：つながるタウンページ会員向け抽選プレゼント 
期間：2月1日（水）10：00～3月1日（水）10：00 
   http://itp.ne.jp/contents/member_about/pointuse.html 

36 

静岡県版タウンページJTB旅行券、QUOカードプレゼントキャンペーン 
内容：タウンページ内クイズに正解し、アンケートにお答えいただいた方の中   
    から抽選でＪＴＢ旅行券、ＱＵＯカードをプレゼント 
期間：2月1日（水）10：00～4月30日（日）23：59  

37 

大阪府南河内南部版タウンページ、QUOカードプレゼントキャンペーン 
内容：タウンページを見て、アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で 
     ＱＵＯカードをプレゼント 
期間：2月1日（水）～5月31日（水）  

38 

香川県版タウンページ＆ハローページハッピープレゼントキャンペーン 
内容：タウンページ内クイズに正解し、アンケートにお答えいただいた方の中   
    から抽選でＱＵＯカードをプレゼント 
期間：2月1日（水）～4月28日（金）  

★キャンペーン情報 

（次ページへ続きます） 



上記予定は2017年1月30日時点のものです。 

43 

第２回 アドバイザリーボードin広島 
日時：2月10日（金）10：00～13：00 
内容：有識者の方々との懇話会 
場所：リーガロイヤルホテル広島（広島県広島市） 
     http://nttbj.itp.ne.jp/0825021121/index.html 

44 

第２回アドバイザリーボードin札幌 
日時：2月16日（木）10：30～13：30 
内容：有識者の方々との懇話会 
場所：札幌グランドホテル（北海道札幌市） 
     https://itp.ne.jp/shop/KN0107082800000001/ 

◎社外とのコラボレーション 

H28広表第876号 

39 

福岡地区各版タウンページアンケートイベント 
日時：2月4日（土） 10：00～ 
内容：「タウンページ」及び「防災・防犯タウンページ」の紹介。アンケートに 
     回答いただいた方へ粗品を進呈 
場所：ノース天神（福岡県福岡市） 
     https://itp.ne.jp/shop/KN4012101200000862/  

40 

ハーバーランドファミリーフェスタ出展 
日時：2月12日（日）12：00～17：00 
内容：「タウンページ」及び「防災・防犯タウンページ」の紹介。アンケートに 
     回答いただいた方へ粗品を進呈 
場所：神戸ハーバーランドスペースシアター（兵庫県神戸市） 

41 

東広島市版タウンページアンケートイベント 
日時：2月中旬 
内容：「ひがしひろしまタウンページ」及び「防災・防犯タウンページ」の紹介。 
     アンケートに回答いただいた方へ粗品を進呈 
場所：フジグラン東広島（広島県東広島市） 
     https://itp.ne.jp/shop/KN3401010800004657/   

42 

倉敷三斎市への出展 
日時：2月19日（日）8：00～11：00 
内容：「タウンページ」及び「防災・防犯タウンページ」の紹介 
場所：倉敷駅前商店街 朝市本部横（岡山県倉敷市）   

▲イベント情報  


